
[7人制]

/ ：練習量：最長距離 / / ：信頼度：やる気度

親会社の本社まで行く勢いで
やりたいと思います！

西新宿 岡山

最近、RUN部の活動ができていないので、
コロナを吹き飛ばす意気込みでがんばります！

舞妓さんに会って、美味しいご飯を食べる！

東京駅 京都

DSRR、たどり着けない場所など、ない。
コロナに負けずチームワーク力で
目標達成に向けて頑張ります！

Classi
Classi株式会社
新宿三井ビルディング

DSRR
大和証券株式会社
グラントウキョウノースタワー

走後飲酒力 団結力

667km 499km

東京マラソン後に箱根駅伝を走ります！

東京都庁 大手町

普段のお仕事のように、大切に襷を繋ぎます！

皆で楽しい餃子タイムを過ごす予定です！！

赤坂 宇都宮

顔を合わせて走ることが難しいご時世ですが、
今回はチームで一つの目標を目指し
ランニングを楽しみます！！

LSランニングクラブ
三井不動産株式会社
日本橋アイティビル

MBSランニング部Cチーム
三井物産スチール株式会社
赤坂Bizタワー

元気力 調和力

260km 150km

Orstedが現在取り組む洋上風力プロジェクト
の受注に向けて全力で走ります！

日比谷 銚子

急成長中の新生オーステッドジャパン。
本リレーを機にチームビルディングを進めて参ります！

NrRc
デンカ株式会社
日本橋三井タワー

Run Entirely on
Green Energy
オーステッド・ ジャパン株式会社
日比谷三井タワー

野心力 洋上風力

各部署から集まった男女20～40代、ビギナーから
シリアスランナーまで。合言葉は”走るのを止めるな！”

”当社のスタジアム”へ。
全員でゴールを目指します！

日本橋三井タワー

デンカビックワンスタジアム

350km

125km

お笑いを見ながら笑顔で走り切ります！

日本橋 なんばグランド花月

美味しいもの食べて温かい温泉に入って
リフレッシュしたいです！

豊洲駅 猪苗代湖

新体制での最初のランニングイベントで
好スタートを切ります！

SRI愉快な仲間たち
住友ゴム工業株式会社
豊洲センタービル

Woven Runners Team 1
ウーブン・コア株式会社
日本橋室町三井タワー

団結力 共同挑戦力

同じ職場の同じフロアーで勤務する仲間です。
部署はそれぞれ違いますが心ひとつにして取り組みます!

288km 500km
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日本橋 岐阜県高山市

久しぶりのランニングイベントを
全力でエンジョイします！

東京 芦ノ湖

離れていても、心の襷をしっかり繋いで頑張ります！

Woven runners team2
ウーブン・コア株式会社
日本橋室町三井タワー

エルテスランニングクラブ
株式会社エルテス
霞が関ビルディング

即戦力 団結力

飛騨高山の温泉で日頃の疲れを癒したいです！ 箱根駅伝の再現しようと思います！

307km 100km

みんなでたこ焼きと串カツ&ビールで
乾杯し、〆にお好み焼きを食べて完走を
祝いたいと思います！

東京 大阪

大阪で、たこ焼きと串カツ食べる気持ちで頑張るぞ!!

目的地では日本一目指します！

日本橋 富士山

それぞれが今のベストで走ります

オールブルーランナーズHIGH
清水建設株式会社
豊洲センタービル

カラフル
ユニリーバ・ジャパン・サービス株式会社
中目黒GTタワー

気力 反応力

505km 140km

MTC日本橋RC
医療法人社団ミッドタウンクリニック
日本橋室町三井タワー

チームα
株式会社アルファネット
後楽国際ビルディング

健康力 接遇力

日本橋室町三井タワーミッドタウンクリニックの
ドック検診スタッフです。日々皆様の健康を応援してます!

スパリゾートでリッフレッシュしたい！

日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック

ラグーナベイコート倶楽部ホテル＆スパリゾート
皆で燕三条駅に行って、
ご当地ラーメンとして愛され続けている
燕三条ラーメンをいただきます！

飯田橋駅 新潟県燕市

コロナ禍でも、オンラインの定例活動で
練習を続けてきた成果を見せます！

300km

300km

箱根駅伝片道制覇

大手町 芦ノ湖

日頃走ったことがないメンバーで挑戦します。
運動不足解消の起爆剤にしたい。

マグロを食べたいです！！！！！

日本橋 大間

目標を達成したら、コロナ後に大間へ
マグロを食べに行きたいという
強い想いを持って本イベントに臨みます。

チームふりーまいんど
(ﾉｼ 'ω')ﾉｼ
株式会社FREEMIND
セレスティン芝三井ビルディング

チーム大間のマグロ
三井不動産株式会社
日本橋室町三井タワー

消臭力 マグロ力

100km

820km

信仰力リフィニティブ・
ロイターマラソンチーム
リフィニティブ・ジャパン株式会社
赤坂Bizタワー

コロナ終息をみんなでお祈りしてきます！

四条烏丸 伊勢神宮

コロナ太り解消に向けて誰一人欠けることなく
ゆるーく頑張ります！！

京都支店マラソンチーム
株式会社ドコモCS関西
WORK STYLING

業務遂行力

ロンドン証券取引所グループの一部となった
リフィニティブはかつての仲間と共にオンラインで走り抜けます

メンバーの一人の実家まで走り抜けます

赤坂Bizタワー

浄土真宗本願寺派明善寺(大阪府枚方市藤阪元町)
480km

150km

皆で愛知の地酒を飲んで、
2021年を乗りきりたい！

東京 愛知

復興支援と牛タンを目指して…

新川崎オフィス 仙台

職場のメンバーで参加です。頑張ります！

月曜半休
富士通クライアントコンピューティング株式会社
新川崎三井ビルディング

三井F&P
三井化学株式会社
汐留シティセンター

月曜出勤力 体力

松野明美さんと走れないのは残念ですが、
頑張ります！

400km 350km
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中之島三井ビルディング 山代温泉（石川県）

コロナ禍で不安な毎日ではありますが、
そんな不安も吹き飛ばせるよう、
みんなで楽しく走りたいと思います！

汐留シティセンター 宮島

日ごろから運動が好きなメンバーがこのイベントの為に
集結しました。優勝を目指して頑張ります！

東レ駅伝部（大阪）Ａ
東レ株式会社
中之島三井ビルディング

SI新党ランニングクラブ
富士通株式会社
汐留シティセンター

行動力 DX力

北陸の美味しい魚と温泉を堪能したい！ 世界遺産宮島の厳島神社へ、2021年の
世界平和、安寧を祈願しに向かいます！

270km 850km

掛川オフィスの仲間に、
東京駅限定グルメを届けます！

東京駅 掛川

自粛生活で鈍った身体に刺激を入れます！

NEC関西支社から本社まで7人で
完走を目指します！

大阪城 東京タワー

中々会えない職場のメンバーでの参加で初顔合わせの
方も多いのですが、楽しく参加したいと思います！

夢見る人たち
オーツー・マイクロ・インターナショナル・ジャパン有限会社
丸の内三井ビルディング 

NEC Digi-Biz Kigfishers
日本電気株式会社
セレスティン芝三井ビルディング

団結力 行動力

220km 503km

ディズニー（夢の国）に行って帰ってきます
（往復）

横浜 横浜

終わったら横浜集合！

横浜集合
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
豊洲センタービルアネックス

横浜愛力

100km

Action!
NECネッツエスアイ株式会社
日本橋室町三井タワー

営業力

賞品区分①を目指して頑張ろうと思います。

日本橋 大阪

コロナ禍で在宅勤務・オンライン営業にシフト、
日ごろの運動不足解消に向けて頑張ります。

502km

八海山のおいしいお酒と鍋を食らう!!

神保町 南魚沼

無理せずに、景品獲得目指して頑張ります!!

AM システム技術部 チームB
旭化成メディカル株式会社
神保町三井ビルディング

ケガ注意力

200km

お正月の感動をもう一度！箱根駅伝2往復！

大手町 大手町

3度目の出場。距離を競うコロナ禍ならではの
試みでとても楽しみです。
優勝を目指して頑張ります！

BELL Running Club
ベル・データ株式会社
新宿三井ビルディング

脚力

434.2km

ホテルチケットゲットして、コロナが落ち着けば、
大阪旅行します！たこ焼き・串かつ・USJ！

日本橋 大阪城

楽しんで、健康維持しましょう！そして、商品ゲットするぞ！

Kuroneko
川崎ランニング チーム
ヤマト運輸株式会社
新川崎三井ビルディング

クロネコ力

500km 日本一の頂しか目指していない7人のため

日本橋 富士山頂

頂点を目指して走る！それだけだ！！！

MFBM_JJB7
三井不動産ビルマネジメント株式会社
三井二号館

可能性∞力

139km

大阪のシンボル的な神様である
ビリケンさんの足の裏を撫でて、
コロナウイルスの収束を祈願したいと思います。

Otemachi One タワー 通天閣

PwC税理士法人 金融部
PwC税理士法人
Otemachi One タワー

知力

12月に霞が関ビルからOtemachi Oneに
引っ越しました。三井不動産のビルをこよなく愛する集団

500km

新事務所が設立、みんなで応援しに行きます

飯田橋 石川県金沢市

個々で力を付けてきた精鋭たちが、集まりました。
怪我しないように頑張ります！

RADIX RUN CLUB
RADIX・CG株式会社
教販九段ビル

営業保守力

500km
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アヤクチョ サルカンタイ

メンバーの練習量からするとかなり
高い目標を掲げましたがお互いの力を信じて
前に突き進みます！

SiziU
富士通株式会社
汐留シティセンター

他力本願力

皆でマチュ・ピチュを目指します！

500km

団結力TCLUランニングチーム
太平洋セメント労働組合
文京ガーデン ゲートタワー

コロナ禍でも前向きに、楽しんで走ります。

マスカットサイダーで乾杯します！

文京ガーデンゲートタワー

太平洋セメント大船渡工場

527km

お伊勢参りということで伊勢神宮にしました!
目標は高く!賞品ゲットできるように頑張ります!

日本橋 伊勢神宮

個性派揃いのメンバーで参戦します！
メンバーの体力差が激しいチームですが、
高い目標をもって頑張ります！

アマテラス
三井不動産ビルマネジメント株式会社
三井二号館

団結力

475km

2020年にみんなで行く予定の社員旅行
城崎温泉にいけなかったので、みんなで
走って帰ってきます！お家に帰るまでが遠足です。

淀屋橋 城崎温泉

毎年出場しているマラソン大会に参加できず。
2週間一生懸命走って、それぞれで焼肉打上げしましょう!!!

その特徴はMRCちゃうか
御堂筋税理士法人
淀屋橋三井ビルディング

走り好き力

338km

チームＢに負けないぞ！
目指せ・・・下呂温泉！

新川崎三井ビルディング 下呂温泉

走りのプロ？から三井ビルイベントでのみ走る人まで
ゴール目指して毎日コツコツ？？

チーム・アラクサラＡ
アラクサラネットワークス株式会社
新川崎三井ビルディング

思いやり力

305km

チーム・アラクサラＢ
アラクサラネットワークス株式会社
新川崎三井ビルディング

言い訳力

寒い中を走って温泉でまったり、
その後にビールで乾杯したい！

新川崎三井ビルディング 下呂温泉

会長から部員まで幅広いメンバー構成。
テンション上げて目標達成できるようにがんばりまーす!!

305km

555㎞とゴロが良かったため。

博多三井ビルディング 安土城跡

優勝目指して頑張ります。

チームエアマテ
エア・ウォーター・マテリアル株式会社
博多三井ビルディング

実行力

555km

姫路城を眺めながら、お酒を飲みます！

福岡 姫路

現在チーム団結力、構築中です！

チームたかおかっち
司法書士法人みつ葉グループ
博多新三井ビルディング

実行力

500km

1週間で一人10kmと想定し、
たどり着けそうな距離だから。

東京 富士山

オンラインマラソンの新しい試みが楽しみです。
ランニング経験豊富なメンバー中心に頑張ります！

チームチャーリーブラウン
株式会社アーバン・コネクションズ
大崎ブライトコア

笑顔力

140km

みんなで牛タン食べて、仕事をがんばる。

田町 仙台

所属部署は全員ばらばらの７名ですが、
チーム一丸となって頑張ります。

ちぇれすてぃんず
鈴榮特許綜合事務所
セレスティン芝三井ビルディング

機密保持力

280km

日本酒飲んで今年も元気に過ごしたいです！

虎ノ門ヒルズ 長岡市(新潟)

ナイスですねチーム
日本ビジネスシステムズ株式会社
WORK STYLING

仲良し力

闘うためにやってきましたベテランは若手に負けず、
若手はベテランに負けずの切磋琢磨の精神で頑張ります

300km

ノボキュア
ノボキュア株式会社
グラントウキョウノースタワー

他力本願力

株価上昇中。社員募集中。欲しがりません、勝つまでは。

ニューヨークオフィスから
ポーツマスオフィスまでの完走を目指します!

ニューヨーク オフィス

ポーツマス オフィス

421km
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日本橋 箱根関所

こんな世の中なので、動いて、走って、
健康づくりをします。

プラス 10
日本製鋼所健康保険組合
ゲートシティ大崎

健康力

温泉でゆったりしたいです

87km 日本橋 熱海

日ごろの運動不足を解消できるように、
またケガしないようにがんばります！！

ホール＆カンファレンスチーム
三井不動産ビルマネジメント株式会社
三井二号館

体力

最高の温泉に入るために頑張ります！！

110km

それぞれの目標を合計したらちょうど
名古屋までの距離だったため。

日本橋 名古屋

この大会に参加するために無理やりかき集めた
メンバー、プレッシャーを掛け合って頑張ります！

腰に爆弾を抱えるリーダーと
ゆかいな仲間たち
アステラス製薬株式会社
室町古河三井ビルディング

団結力

350km

鹿島北海道支店コンサドーリャ
KAJIMA～北の国から～
鹿島建設株式会社
札幌三井JPビルディング

北海道魂力

最北の地、北海道から参戦！この時期、雪で北海道内を
走るのは辛いですが、熱い走りで雪をも溶かします！

北海道最北端の地、宗谷岬を目指します！

札幌三井JPビルディング

宗谷岬（北海道最北端）
352km

日本一にかけて、事業計画達成で
事業部1位を目指します！

御成門 富士山

ガチ、ゆる、コツコツと多様なキャラの混成チーム。
富士山頂目指して、総合力で戦います！

芝７ランニングサークル
株式会社NTT東日本‐南関東
WORK STYLING

おだやか力

138 km

東レ駅伝部（東京）B
東レ株式会社
日本橋三井タワー

魅力

東海道五十三次の39（サンキュー）番目まで。

日本橋 池鯉鮒宿（ちりゅうじゅく）

普段一緒に走らないメンバーばかりですが、
励ましあいながら目標距離達成を目指します！

330km

みかんパワーで風邪もコロナも吹き飛ばす！

日本橋 愛媛

普段一緒に走らないメンバーばかりですが、
励ましあいながら3大会連続優勝を目指します！

東レ駅伝部（東京）Ａ
東レ株式会社
日本橋三井タワー

拘束力

820km

牛タン目指してかんばります！

飯田橋 仙台

老若男女力を合わせて頑張ります。

飯田橋RC
三井不動産ビルマネジメント株式会社
ガーデンエアタワー

団結力

325km

代表の出身地。皆で僕を実家に帰らせて！

日本橋 福井県

同じ部の若手7人チーム。仕事もリレーマラソンも
切磋琢磨して上位を目指します！

法営統のヤングチーム
三井不動産株式会社
日本橋室町三井タワー

後輩力

322km

目指せ東京！

新大阪駅 東京駅

一生懸命頑張ります！！

MFBM関西
三井不動産ビルマネジメント株式会社
御堂筋三井ビルディング

関西力

505km

名古屋で手羽先とビールで乾杯！
〆にひつまぶしを食べよう！！

東京 名古屋

オールブルーランナーズ
清水建設株式会社
豊洲センタービル

根気力

がんばるぞ～！！えいえいお～！！

350km


